
フリードリンク内容 と ランクアップ

・ドリンクの持ち込みは、ご相談ください。　1本2,200円～
・メニュー内容、皿数などは都合により変更となる場合がございます。
・時間延長・通常営業時間外もご予約承ります。
・その他のご要望はお気軽にご相談ください。

・キャンセル料について、以下の通り申し受けます。　
　前日：50％、 当日：100%

□ フリードリンクＡ　お一人様 2,000円（ 90分ラストオーダー制 ）

□ フリードリンクＢ
（ フリードリンクＡ + 500円 ）

□ 山崎・白州他フリードリンク
（ フリードリンクＡ + 1,000円 ）

フリードリンクAに、日本酒・ワイン 付き。 フリードリンクBに、山崎・白州が加わります。

ビール（ブランドご指定の場合は事前にお知らせください）
紹興酒・ハイボール・レモンサワー・ウーロンハイ・焼酎・ウイスキー・あんず酒
ウーロン茶・オレンジジュース・ジンジャエール・ノンアルコールビール

椿コース
メニュー例　旬の冷菜・フカヒレスープ・春の野菜とイカの塩炒め
鶏肉のブラックビーンズ炒め・春巻・海老のチリソース
本日の御飯・デザート

ザクロ

ご宴会コースメニュー　
　　　ご予算・ご要望などはお気軽にご相談ください。

（6名様から）（税込）

ユリ
百合コース  

メニュー例　旬の冷菜・フカヒレの茶碗蒸し・春野菜とイカ、
帆立の塩炒め・牛肉のブラックビーンズ炒め・長春巻き
海老のチリソース・本日の御飯・デザート

柘榴コース
メニュー例　旬の冷菜・蟹とフカヒレの煮込み・春野菜と紋甲イカ、
帆立の塩炒め・牛ヒレ肉のブラックビーンズ炒め・蟹爪のフライ
大海老のチリソース・本日の御飯・デザート二種

バラ
薔薇コース

メニュー例　旬の冷菜七種・フカヒレの姿煮・春野菜と紋甲イカ、
帆立の塩炒め・牛ヒレ肉のブラックビーンズ炒め・北京ダック、
春の山菜フリッター・鮮魚の広東風蒸し・本日の御飯・デザート

※フリードリンクの延長は 30分 500円で承ります。

蘭コース
メニュー例　旬の冷菜八種・極上フカヒレの姿煮・春の野菜とイカ、
ホタテの塩炒め・和牛ロースのブラックビーンズ炒め・ロブスターの
チリソース・鮑のクリーム煮・鮮魚の広東風蒸し・本日の御飯・デザート二種

※ メニュー内容、品数などは入荷の都合により変更となる場合がございます。
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お一人様
 6,000 円

お一人様
 15,000 円

お一人様
 7,000 円

お一人様
 9,000 円

お一人様
 11,000 円



飲み比べセット

紹興酒　熟成 飲み比べ
熟成年数の違う紹興酒を飲み比べして頂けます。
３年・８年・１２年・２０年　
３０cc×４種セット

2,200 円

イチローズモルト飲み比べ
世界的にも高評価なイチローズモルトから 
ダブルディスティラーズ・ミズナラウッドリザーブ
ワインウッドリザーブ・モルトアンドグレーン　
１５cc×４種セット

2,200 円

（価格は税込みです）

アイラモルト飲み比べ
近年人気上昇中のアイラ島から
ボウモア１２・アードベッグＴＥＮ・ブナハーブン１２
ラフロイグＰＸカスク　　　　
１５cc×４種セット

2,200 円

山崎 ・ 白州 ・ 響　飲み比べ
希少なリミテッドも！
山崎 2021 LIMITED・響 2021 ブロッサムハーモニー
山崎ＮＶ・白州ＮＶ　
１５cc×４種セット

３,３00 円

竹鶴 ・ 余市 ・ 宮城峡　飲み比べ
日本のウイスキーの父「マッサン」が育んだニッカから
竹鶴・余市・宮城峡・フロムザバレル
１５cc×４種セット

2,000 円

焼酎　３Ｍ　飲み比べ
希少な本格芋焼酎焼酎　３Ｍ　を揃えました。　
森伊蔵・魔王・村尾・その他日替わり１種
３０cc×４種セット

2,200 円

スペシャルな　飲み比べ
限定品・高額商品から日替わりで！（お好みはご相談ください）
日替わりの一例　
オクトモア12.1　山崎 2021 LIMITED
イチローズモルト LIMITED・響 2021 ブロッサムハーモニー
１５cc×４種セット

5,５00 円



セレクトウイスキーメニュー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０２３年２月現在
※量は　３０ｃｃ・ １５ｃｃ　どちらかお選びください。※この他約１５０種類については順次提供予定です。
基本はストレートで提供いたします。 氷、 水、 ソーダのご希望はお申し付けください。

希少品 産地 銘柄１ 銘柄２ 特徴 ３０ｃｃ １５ｃｃ

★ 日本 サントリー　山崎 ＮＶ ｼﾝｸﾞﾙモルト 1,000 600

★★ 日本 サントリー　山崎 １２年 ｼﾝｸﾞﾙモルト 2,000 1,200

★★ 日本 サントリー　山崎 ＬＴＤ ｼﾝｸﾞﾙモルト 2,000 1,200

★★★ 日本 サントリー　山崎 １８年 ｼﾝｸﾞﾙモルト 4,000 2,400

★ 日本 サントリー　白州 NV ｼﾝｸﾞﾙモルト 1,000 600

★★ 日本 サントリー　白州 １２年 ｼﾝｸﾞﾙモルト 2,000 1,200

★★★ 日本 サントリー　白州 １８年 ｼﾝｸﾞﾙモルト 4,000 2,400

★ 日本 サントリー　響 NV ブレンデッド 1,000 600

★ 日本 サントリー　響 ブレンダーズチョイス ブレンデッド 2,000 1,200

★★ 日本 サントリー　響 ＬＴＤ２０２１ ブレンデッド 2,000 1,200

★★★ 日本 サントリー　響 ２１年 ブレンデッド 4,000 2,400

日本 ニッカ　竹鶴 ＮＶ ｼﾝｸﾞﾙモルト 900 540

日本 ニッカ　余市 ＮＶ ｼﾝｸﾞﾙモルト 900 540

日本 ニッカ　宮城峡 ＮＶ ｼﾝｸﾞﾙモルト 900 540

日本 ニッカ　ＳＥＳＳＩＯＮ ブレンデッド 900 540

日本 ニッカ　フロムザバレル ブレンデッド 900 540

日本 ニッカ　ザニッカ ブレンデッド 1,500 900

日本 イチローズ モルトアンドグレーン ブレンデッド 900 540

★★ 日本 イチローズ ミズナラウッドリザーブ ｼﾝｸﾞﾙモルト 1,500 900

★★ 日本 イチローズ ワインウッドリザーブ ｼﾝｸﾞﾙモルト 1,500 900

★★ 日本 イチローズ ダブルディスティラリーズ モルト 1,500 900

★ 日本 イチローズ クラシカル ブレンデッド 1,500 900

★★★ 日本 イチローズ リミテッドエディション ブレンデッド 2,000 1,200

★★ 日本 長濱　ＡＭＡＨＡＧＡＮ INAZUMA ブレンデッド 1,000 600

日本 長濱　ＡＭＡＨＡＧＡＮ ＷＭ　山桜 ブレンデッド 1,000 600

★★ 日本 ＭＡＲＳ　駒ヶ岳 ＩＰＡ２０２２ ｼﾝｸﾞﾙモルト 1,500 900

★★ 日本 ＭＡＲＳ　津貫 2022 ｼﾝｸﾞﾙモルト 1,500 900

花壇 花壇オリジナル 水楢 ブレンデッド 800 480

花壇 花壇オリジナル 山桜 ブレンデッド 800 480

花壇 花壇オリジナル アメリカンオーク ブレンデッド 800 480

花壇 花壇オリジナル 白州オーク ブレンデッド 800 480



セレクトウイスキーメニュー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０２３年２月現在
※量は　３０ｃｃ・ １５ｃｃ　どちらかお選びください。※この他約１５０種類については順次提供予定です。
基本はストレートで提供いたします。 氷、 水、 ソーダのご希望はお申し付けください。

希少品 産地 銘柄１ 銘柄２ 特徴 ３０ｃｃ １５ｃｃ

★★ アイラ島 ラフロイグ ＰＸカスク ピート強 1,500 900

アイラ島 ボウモア 10年　ダークインテンス ピート強 1,500 900

★★ アイラ島 アードベック ＡＮ　ＯＨ ピート強 1,500 900

アイラ島 アードベック ウーガダール ピート強 1,500 900

アイラ島 アードベック 5年　ウィー　ビースティー ピート強 1,000 600

アイラ島 アードベック コリーヴレッカン ピート強 1,500 900

★★ アイラ島 ラガブーリン 16年 ピート強 1,500 900

★★★ アイラ島 オクトモア 12.1 ピート強 3,000 1,800

★★ アイラ島 ジョニーウォーカー １２年　アイラオリジン ピート強 1,000 600

アイラ島 ブナハーブン １２年 ノンピート 1,500 900

アラン島 アラン １０年 ｼﾝｸﾞﾙモルト 1,000 600

★ アラン島 アラン シェリーカスク ｼﾝｸﾞﾙモルト 1,500 900

アラン島 アラン ロバートバーンズ　ｼﾝｸﾞﾙモルト ｼﾝｸﾞﾙモルト 1,000 600

アラン島 アラン クォーターカスク ｼﾝｸﾞﾙモルト 1,500 900

★ アラン島 アラン マクリームーア　ｶｽｸｽﾄﾚﾝｸﾞｽ ｼﾝｸﾞﾙモルト 1,500 900

★ アラン島 アラン マクリームーア　４６° ｼﾝｸﾞﾙモルト 1,500 900

ハイランド デュワーズ １５年 ブレンデッド 1,500 900

ハイランド デュワーズ ８年　カリビアン ブレンデッド 1,000 600

ハイランド デュワーズ ８年　イリーガル ブレンデッド 1,000 600

スペイサイド グレンリベット １２年　ライセンスドドラム ｼﾝｸﾞﾙモルト 1,500 900

ハイランド ネイキッドグラウス ブレンデッド 1,500 900

★★ ハイランド アードナムルッカン 10.21.06 ｼﾝｸﾞﾙモルト 1,500 900

★ アイリッシュ ティーリング シングルグレーン１３ ｼﾝｸﾞﾙｸﾞﾚｰﾝ 1,500 900

アイリッシュ ティーリング シングルモルト ｼﾝｸﾞﾙモルト 1,500 900
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